
キルト番号：11 タイトル： ALOHA をあなたに



11 タイトル： ALOHAをあなたに 縫製担当： 雨谷 敏子

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A 石田 由美子 森脇 佳代子 杉浦 久美子 冨山 夕可里 真地 静江 野間口 史子 髙橋 ゆき子 板谷 かおる 吉田 英子 川上 恵子 日比野 登美子 A

神奈川県 広島県 東京都 東京都 東京都 神奈川県 岩手県 埼玉県 福島県 埼玉県 神奈川県

B 高橋 ひろ子 宮下 弥生 仙道 孝子 伊藤 恵美子 髙城 眞純 三木 景野 宮本 里美 前田 久子 滝沢 ひとみ 河原 玉枝 西澤 恵美 B

茨城県 千葉県 山形県 埼玉県 東京都 東京都 兵庫県 広島県 広島県 群馬県 ⾧野県

C 山之内 和代 舟井 美代子 渡辺 操 国分 セツ子 近藤 久枝 河中 美和 伊藤 成子 佐藤 睦子 久保 隆子 中澤 人美 薄葉 博子 C

岐阜県 東京都 神奈川県 福島県 愛知県 広島県 千葉県 北海道 愛知県 新潟県 東京都

D 小杉 文子 浜崎 美登理 新野 良子 大和田 恵子 小山 道子 玉木 俊子 井上 由紀子 東野 亜紀 小林 美和子 村山 純子 鈴木 佳代子 D

鹿児島県 石川県 山形県 福島県 神奈川県 埼玉県 東京都 愛媛県 神奈川県 神奈川県 東京都

E 小林 時子 浜崎 戸志子 石田 奈緒 本間 幸枝 佐野 みよし 柏木 順子 山田 泉 川名 順子 吉田 敏恵 白旗 真理 荻山 和美 E

埼玉県 石川県 東京都 静岡県 静岡県 静岡県 静岡県 千葉県 ドイツ 東京都 東京都

F 清水 益子 浅見 早苗 松本 栄子 小林 みさよ 今井 伸子 大來 美佐子 尾崎 光子 加藤 れい子 曽根原 芳子 吉田 喜美江 髙橋 寿々子 F

鳥取県 埼玉県 東京都 静岡県 新潟県 広島県 大阪府 静岡県 ⾧野県 千葉県 神奈川県

G 宮城 清美 大上 愛子 板垣 敬子 木村 ゆかり 髙橋 和代 岡田 由香 能勢山 まゆみ 堀水 美智子 田上 育子 青木 美優 安保 祐子 G

富山県 神奈川県 神奈川県 静岡県 新潟県 千葉県 新潟県 静岡県 徳島県 東京都 東京都

H 鈴木 やの 平野 弘子 阿久津 久子 秋山 照代 多賀 直美 辻口 由紀子 佐藤 容子 安武 直美 小口 美芳 丸山 きみ子 柳沼 美智子 H

山形県 千葉県 新潟県 静岡県 新潟県 大阪府 静岡県 山梨県 ⾧野県 東京都 福島県

I 羽島 君代 鎌田 より子 佐藤 由佳 渡辺 礼子 小松 弘美 望月 静江 山田 圭子 猿田 千尋 岩﨑 恵美 黒澤 尚子 矢吹 優貴 I

東京都 宮城県 神奈川県 静岡県 静岡県 静岡県 静岡県 静岡県 東京都 東京都 千葉県

J 落合 律子 田﨑 さおり 本村 紀子 井出田 美津子 斉木 美穂 原川 佐伎子 南雲 美江 工藤 敦子 阪部 純代 堀内 八重子 幸良 美代 J

埼玉県 宮城県 ⾧崎県 静岡県 静岡県 静岡県 静岡県 静岡県 鳥取県 埼玉県 徳島県

K 平 千華 石川 賀代 柳澤 政子 三浦 通子 畑野 雅子 尾形 貞子 ⾧島 まき子 清水 恵子 本名 朱美 尾嶋 貴子 小島 千絵 K

宮城県 愛知県 東京都 埼玉県 宮崎県 東京都 三重県 新潟県 東京都 千葉県 東京都

L 市川 秀代 中西 和子 小川 ひろみ 今林 真寿美 松本 真弓 吉本 しのぶ 小川 京子 寒川 素子 今村 静枝 佐藤 純子 山﨑 彩乃 L

東京都 千葉県 千葉県 埼玉県 栃木県 東京都 静岡県 奈良県 東京都 茨城県 栃木県

M 青山 節子 坂下 てるな 下城 治子 斉藤 妙子 猪岡 小夜子 唐沢 知恵子 浦田 一枝 鈴木 愛子 小針 香菜 菅波 歩美 安室 美都代 M

東京都 香川県 群馬県 埼玉県 埼玉県 神奈川県 埼玉県 千葉県 福島県 千葉県 沖縄県
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